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陶芸や版画を教えてくれる方 募集！
「和が家の古民家デイ いぶき」は、古民家を活用し、１日
の利用者が１０名までのアットホームなデイサービスセンター
です。この度、利用者の方へ陶芸や版画を教えてくださる方
（団体）を募集しています。
詳細はお気軽にお問い合わせください。
●問合せ

和が家の古民家デイ
伊奈町小室９５０３

’１４彩の国実業団駅伝
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和が家の古民家デイ いぶき

あなたの“ハート”でランナーをサポートしてください。
駅伝大会の運営をお手伝いただくボランティアを募集していま
す。大会の詳細は、埼玉県スポーツ振興課のホームページで御
確認いただけます。http://www.pref.saitama.lg.jp/site/higashinihonjitugyodan-ekiden/
●大 会 名

●日

あおき

時

TEL ０４８－７７６－８９００（直井・青木）
●場
所
●募集内容
●募集期限

NPO 法人エコシティ志木
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●申込条件

エコシティ志木では、志木市やその周辺の川や里山などの身
近な自然を楽しみ、保全するためにさまざまな活動をおこなっ
ています。ぜひ気軽にご参加ください。

●説 明 会

もうり

TEL ０８０－３１５４－７０５６（毛利）
------------------------------------------------------「斜面林の手入れ」
①西原ふれあい第３公園
●日 程 7/13(日)26(土)、8/10(日)23(土)、9/14(日)27(土)
●集 合 9:30 に東上線側入口の坂を登ったところ
●内 容 公園の清掃、下草刈り、保全等
②いろは親水公園
●日 程 7/21(月・祝)、8/24(日)、9/28(日)
●集 合 9:30 にいろは親水公園「こもれびのこみち」あずま屋
●内 容 「こもれびのこみち」斜面林および新河岸川河川敷
でごみ拾い、下草刈り、外来植物の抜き取り等
①②共通
●時 間 9:30～11:30（雨天中止）
●持ち物 軍手、作業できる服装（長袖・長ズボン・帽子）、
あれば剪定用ハサミ・ノコギリ
●問合せ ＮＰＯ法人エコシティ志木
あまだ

TEL ０４８－４７１－１３３８（天田）
※予定は変更になる場合があるので、事前にお問い合わせください。

★ボランティアけいじばんの記事募集！
締め切りは毎月２０日です。発行部数：５００部
配布先：埼玉県社会福祉協議会、県内公立図書館、
県内市民活動サポートセンター等

★ボランティアけいじばんの朗読テープの
貸し出しを行っています。
（協力）朗読ボランティアグループ

【当けいじばんに関する問合せ】

てとてとて

’１４彩の国実業団駅伝
第５５回東日本実業団対抗駅伝競走大会
第２５回東日本実業団対抗女子駅伝競走大会
平成２６年１１月３日（月・祝）
７：３０～１１：００
鴻巣市内のコース沿道
コース沿道の人員整理・交通誘導等 １００名
８月１５日（金）
＊応募多数の場合は期限前に締め切ることがあります。

環境保全ボランティア募集

「いろは親水公園『ヨシ・オギ群落保全地』の保全作業」
●日 時 7/4(金)、8/3(日) 15:00～16:30（雨天中止）
●集 合 志木市富士下橋左岸に 15:00 集合
●内 容 ヨシ・オギ群落保全地域の外来植物の抜き取り
●持ち物 作業できる服装（長袖・長ズボン・帽子）、水筒、
タオルなど
●問合せ ＮＰＯ法人エコシティ志木
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ボランティアスタッフ募集

いぶき
なおい

〒362-0812 埼玉県伊奈町内宿台 6-26
埼玉県県民活動総合センター内
電話：０４８－７２８－８１８１
(10:00～16:00､月曜休み)
Ｆ Ａ Ｘ：０４８－７２９－５０９１
E-mail:v-soudan@sai-saposen.on.arena.ne.jp

●申 込 み
●支給物品
●申し込み
問 合 せ

１５歳以上の方（中学生は不可）。活動日・活動
場所・事前説明会に参加できること。
１０月１９日（日）１３：３０～
（鴻巣市役所会議棟１００１会議室）
所定の申込書に記入し、下記ＦＡＸ番号まで送信
してください。申込書は埼玉県スポーツ振興課ホ
ームページからダウンロードできます。
スタッフジャンパー、交通費（一律１，０００円）、
昼食（クオカード５００円）
埼玉県教育局市町村支援部スポーツ振興課
すずき

のりゆき

鈴木 紀幸
TEL ０４８－８３０－６９５３
FAX ０４８－８３０－４９６７
URL http://www.pref.saitama.lg.jp/site/higashinihonjitugyodan-ekiden/
※ボランティア協力者決定後、８月２９日（金）までにスポー
ツ振興課から連絡します。

さいたまファミリー・サポート・センター

提供会員を募集しています！
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さいたまファミリー・サポート・センターは、
「子育てを手伝
ってほしい人（依頼会員）」と「自分の空いた時間で子育てのお手
伝いができる人（提供会員）」が会員となって、地域で子育てを支
える（有償ボランティア）会員組織です。
“ちょっと”子育てのお手伝いをしてくれる方、待ってます！
●参加資格

さいたま市内在住で、心身ともに健康で子育てに
理解と意欲のある２０歳以上の方です。
●参加方法 センターが行う入会説明会・講習会に出席後（要
事前申し込み）、会員登録をしてください。
●入会説明会・講習会日程
日 程
会 場
時 間
7/9(水)
シーノ大宮センタープラザ
入会説明会・講習会
8/20(水) 浦和コムナーレ
13:30～16:30
9/17(水) シーノ大宮センタープラザ
●申 込 先 さいたまファミリー・サポート・センター
●問 合 せ TEL ０４８－８１４－１４１５
FAX ０４８－８１４－１４１６
URL http://ikudou.blogzine.jp/saitamafamisapo/
※安心して活動いただけるよう、センターでは一括して補償保
険に加入しています。

公益財団法人いきいき埼玉

活動支援担当

電話０４８－７２８－７１１６

http://www.kenkatsu.or.jp

シニア共助担い手塾

シネマランド＆ウィークエンドクラブ

地域の人々が共に支えあう「共助社会」の実現に向けて、
団塊世代を中心とする元気な高齢者の方々の活躍が期待され
ています。
「シニア共助担い手塾」では、様々な「共助の取組」事例
を紹介するとともに、一緒に地域活動を始めることができる
仲間づくりの機会を提供し、新たな活動展開のきっかけづく
りとします。

昔懐かしい１６ｍｍフィルムで上映する子ども向け映画と、
今回はダンボール工作です。事前申し込みは不要です。
当日、直接会場へ遊びにきてください。
＜シ ネ マ ラ ン ド＞ すずめになった少年ウィリーの冒険
象のいない動物園
＜ウィークエンドクラブ＞ ダンボールのクワガタ＆カブト
ムシを作ろう

●実施日時・場所
実
施
日

8/26(火)

9/9(火)

9/17(水)

時
間

１３：３０～１６：００

埼玉県県民
場 活動総合
所
センター

彩の国
いきがい大学
東松山学園

●対

象

●定
員
●受 講 料
●申込方法
●申込・問合せ

春日部市
市民活動
センター

9/29(月)

熊谷市立
勤労会館

県内在住の６０歳以上の方で、ＮＰＯ・ボラン
ティア活動等、地域活動をされている方及び地
域活動に関心のある方
各会場５０人
無料
所定の申込書を提出（先着順）
活動支援担当 048-728-7116

けんかつ夏祭り！「光のからくり」江戸写し絵と影絵劇

●日 時
●定 員
●入場料
●問合せ

８月２３日（土）１０：００～１５：００
５０名
無料
活動支援担当 048-728-7116

おやこビクス
●日
時
●定
員
●参 加 費
●申込・問合せ

活動団体協働参加事業

夏休み子ども工作教室
牛乳パック・ペットボトル・紙粘土などを使って貯金箱にもな
るお城を作ります。夏休みの宿題にもなりますよ♪
●日

時

●定

員

「だるま夜話・とべないホタル」
●日
時
●定
員
●入 場 料
●申込・問合せ

８月２３日（土）１３：３０開演(１３：００開場)
３２０名
大人１，２００円 こども６００円
（当日券は１００円増し）
生涯学習・地域連携担当 048-728-7113

８月２５日（月）１０:００～１２:００
１５組３０名（幼稚園～小学校低学年までのお子さんと保護者）
２００円（保育あり）
活動支援担当 048-728-7116

●参 加 費
●共
催
●申込・問合せ

８月２４日（日）
午前の部 ９：３０～１２：００
午後の部 １４：００～１６：３０
各回２０名（小学生）※小学１～３年生及び障が
いのある方は保護者同伴でご参加ください。
３００円（保育あり）
特定非営利活動法人障がい児者芸術クラブ
活動支援担当 048-728-7116

●相談コーナーのご案内
◆受付時間：１０：００～１６：００
◆休 館 日：埼玉県県民活動総合センター休館日・毎週月曜日
●アクセス方法
◆大宮駅からニューシャトルで内宿駅まで約２５分。内宿駅から無料送迎バスで約３分、
または徒歩約１５分。
◆ＪＲ宇都宮線蓮田駅西口から朝日バス（丸谷・八幡神社・菖蒲車庫行き）で約２０分。
上平野バス停下車、徒歩約１２分。
◆ＪＲ宇都宮線蓮田駅西口からけんちゃんバス（県民活動総合センター行き）で約２０分。
◆ＪＲ上尾駅東口からバス（羽貫駅・伊奈学園行き）で約２５分。羽貫駅下車。
ニューシャトルに乗換内宿駅まで１駅。（約３分）。
※有料駐車場あり。１時間まで無料、１日上限４００円。
●ご案内
◆館内のレストラン及び売店をどうぞご利用ください。
◆当センターには宿泊室がございます。講座等にご参加の際もご利用ください。

〒362-0812 埼玉県伊奈町内宿台６－２６ 埼玉県県民活動総合センター内
電話：０４８－７２８－８１８１（10:00～16:00、月曜休み） FAX：０４８－７２９－５０９１
E-mail：v-soudan@sai-saposen.on.arena.ne.jp

至大宮

